
問合せ　�中央図書館 ☎31・3131、向山図書館 ☎62・2944、
大清水図書館 ☎39・5900

休館日　月曜日、第４金曜日

スタッフの
おすすめ本

「　　　　」＆

＆

おはなしのへや
ボランティアによる絵本などの読み聞かせを行
います。
対　象� 小学生以下と保護者
その他 中央図書館、大清水図書館でも開催。

日程など詳細はホームページ参照
問合せ� 中央図書館 

10
月

「もうねるじかんですよ。」
あなぐまのフランシスは眠
れなくてそわそわ。子ども
の寝つきが悪い時にもイ
ライラせずにゆったり過ご
せる絵本です。おやすみ
前の読み聞かせにどうぞ。

『�おやすみなさいフランシス�』
ラッセル・ホーバン／文　ガース・ウイリアムズ／絵

まつおか　きょうこ／訳
福音館書店　1966.7

図書館　d
デ
e　法律

やさしい相続・遺言・生前贈与
身近な税金問題と法律データ
ベースの活用法を学びます。
と　き� 10/28㈯14:00〜16:00
ところ 中央図書館
講　師 鈴 木 里 果さん（ 税 理

士）ほか
定　員 50人（申込順）
申込み� 10/17㈫までに直接ま

たは電話で中央図書館

とき ところ
11/4㈯11:00 前芝校区市民館
11/11㈯10:30 二川地区市民館
11/11㈯11:00 豊岡地区市民館、

中部地区市民館
11/12㈰11:00 本郷地区市民館、

豊城地区市民館
11/17㈮11:00 南陽地区市民館
11/18㈯11:00 牟呂地区市民館
11/18㈯15:00 市民文化会館
11/25㈯11:00 青陵地区市民館 ※時間は各40分

向山図書館　開館50周年イベント
向山の自然で工作しよう
花や松ぼっくりで、しおりやツリーを作ります。
と　き� 10/15㈰
リサイクル本フェア
図書館で使わなくなった本を20円で販売します。
と　き� 10/19㈭9:30〜14:00
その他� 販売数は1人10冊まで
ブックカフェ
飲食しながら読書できるコーナーを設置します。
と　き 10/19㈭10:00〜16:00
［共通事項］ところ 　市民文化会館

豊橋市・田原市図書館連携展示イベント
図書館員と書店員が選ぶガチ☆マンガ100
豊橋・田原市のふるさと大使などが
選んだ漫画を展示します。
と　き� ①10/28㈯〜12/24㈰②来年

1/4㈭〜1/28㈰
ところ� ①大清水図書館②中央図書館
その他� 会場でマンガのリスト配布や

人気投票あり
問合せ� 大清水図書館
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問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日

問合せ　二川宿本陣資料館 ☎41・8580、
　　　　駒屋 ☎41・6065
休館日　月曜日

東海大土偶展
東海地方の遺跡から出土した土偶
など約160点を展示します。
と　き� 11/3㈷〜12/24㈰9:00〜

17:00（月曜日休館。11/12
までの金〜日曜日、祝日は
19:00まで）

＜関連イベント＞
文化財サポーターによる展示解説
と　き　サポーター在席時
問合せ� 文 化 財 センター（ ☎ 5 6・

6060）

豊川市麻生田大橋遺跡の土偶
（豊川市教育委員会蔵）

文化財センター
学芸員　村上　昇

岩垣戸遺跡の土偶
（岐阜県文化財保護センター蔵）

池田綱政寄進絵馬　大岩寺所蔵

ニッポンの写実　そっくりの魔力
関連イベント
金曜イブニングツアー
当館学芸員が展示の見どころを紹介します。
と　き� 10/13㈮、10/27㈮、11/10㈮17:30
料　金� 無料（観覧料必要）
アーティスト・トーク
と　き� 10/14㈯14:00
講　師� 佐藤雅晴さん（本展出品画家）
料　金� 無料（観覧料必要）
ワークショップ　みんなでつくる不思議な絵
と　き� 11/3㈷13:30〜16:00　
対　象� 小学生
講　師� 宮本佳美さん（本展出品画家）
定　員� 20人（申込順）　
料　金� 500円
申込み� 電話で美術博物館
［共通事項］
その他�「ニッポンの写実　そっくりの魔力」

の詳細は本紙9月号15ページ参照

企画展　岡山藩主　池田家と吉田・二川
池田輝政・綱政を中心に吉田・二川との
関わりを紹介します。
と　き� 10/7㈯〜11/19㈰
＜関連イベント＞
記念講演会　池田家と女性たち
と　き� 10/21㈯13:30〜15:00
講　師� 倉地克直さん（岡山大学特命教授）
定　員� 50人（申込順）
申込み� 10/4㈬10:00から電話で二川宿本

陣資料館
ギャラリートーク
と　き� 10/15㈰、10/25㈬、11/4㈯14:00
講　師 当館学芸員
［共通事項］  ところ　二川宿本陣資料館 　料金　無料（入館料必要）　 　52122

駒屋であそびん
かぼちゃランタン作り
と　き� ①10/14㈯13:00〜15:30　

②10/15㈰9:30〜11:30
ところ� 駒屋
定　員� ①20人②10人（申込順）
料　金� 各400円
その他� ②は仮装コンテストなどのハ

ロウィン企画あり
申込み� 10/4㈬10:00から駒屋　 　52127

パッチワーク体験教室
クリスマスタペストリーを作ろう！
と　き� 10/17㈫10:00〜14:00
ところ� 駒屋
定　員� 21人（申込順）
料　金� 1,500円（昼食代含む）
申込み� 10/4㈬10:00〜10/11㈬

15:00に電話で駒屋
　  52127

本陣古
こ
文
もん
書
じょ
講座（中級コース）

二川宿の古文書を解読します。
と　き� 10/14㈯、10/28㈯、11/11㈯、11/25㈯、

12/9㈯（全5回）13:30〜15:00
ところ� 二川宿本陣資料館
講　師� 当館学芸員　定員　30人（申込順）
料　金� 400円（展示見学の場合は入館料

必要）
申込み� 10/5㈭10:00から電話で二川宿本

陣資料館　 　52126

かわいらしい表情をしたものや、丁
寧に造り込まれたものなど、土偶は
一つ一つが個性的。お気に入りの土
偶を探してみてください。
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問合せ　☎21・5525
休館日　水曜日

問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　　休館日　月曜日

子育てプラザ（0〜3歳児）の情報は今号
34ページの「パパママ」に掲載しています。

10/15㈮（必着）まで
に返信先明記の往復
はがきで①番号・講
座名（1通につき1つ）
②とき③参加者全員
の氏名・学年（年齢）
④代表者の氏名・電
話番号を、こども未来
館（〒440-0897松葉
町三丁目1）。または
ホームページで必要
事項を入力

まちの風景展
豊橋のまちの風景を絵画で紹介します。
と　き� 10/14㈯〜10/23㈪（10/21㈯

を除く）9:30〜17:00

ここにこハロウィン
ここにこでハロウィンを楽しもう！
ヘアメイク＆フェイスペイントで大変身
と　き� 10/28㈯、10/29㈰
 9:30〜17:00
思い出の一枚♪撮影ブース
と　き� 10/28㈯〜10/31㈫

9:30〜20:00
まだまだ楽しみたい！
フェイスペイントコーナー
と　き� 10/30㈪〜10/31㈫

9:30〜17:00

リユースで楽しいおもちゃ作り
ジャイロリングやフクロウ笛などを作ります。
と　き� 10/7㈯〜10/9㈷、10/14㈯、10/28㈯

13:30〜15:30（随時参加可）

プラネタリウム新番組
と　き� 10/28㈯〜来年2/25㈰　観覧料　大人300円、中学生以下100円
その他� 投映開始後の入場不可。10/24㈫〜10/27㈮は番組変更のため投映休

止。時間は各45分。各回に星空解説あり
投映スケジュール
火～金曜日

土・日曜日、祝日

資源をくらしに生かす
創意工夫展
小・中学生などの応募作品の
一部を展示します。
と　き 10/14㈯〜11/12㈰

9:00〜16:30
その他 10/14㈯10:00に優秀

作品の表彰式あり

名古屋大学出前授業
宇宙線で挑むピラミッドの謎
宇宙線の透視技術で内部構造研究の
最先端を紹介します。
と　き� 11/5㈰13:30〜15:00
講　師� 森島邦博さん（名古屋大学大

学院理学研究科特任助教）
定　員� 40人（申込順）
申込み� 10/8㈰から視聴覚教育センター

おもしろサイエンスの日
音で遊ぼう
聴診器やブーブー風船などを作ります。
と　き� 10/29㈰13:00〜15:00（随時参

加可）

ブーブー風船ジャイロリング

薬剤師になろう
と�き 11/4㈯ 協力（一社）豊橋薬剤師会

体�

験��

１

和菓子職人になろう
一粒栗を入れた「焼き万十」をつくろう
と�き 11/4㈯ 協力 ㈱お亀堂

体�

験��

２

デザイン書道家になろう
年賀状をおもしろくデザイン
と�き 11/4㈯ 協力 鈴木愛さん（デザイン書道家）

体�

験��

３

体験プログラム

時間 番組名
15:00 スペースネクスト

時間 番組名
11:00 カラフル太陽ツアー
13:00 しまじろう
15:00 スペースネクストⒸBenesse Corporation/

しまじろう
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問合せ　☎61・5818　休館日　月曜日

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136 あきまつり　なぞときH
ハ ロ ウ ィ ー ン
alloween

KTJファミリーからの招待状
謎を解いて集めた文字でハロウィン飾りを
作ります。
と　き� 10/29㈰9:00〜16:00

バンクに“おいDAY”＆豊橋けいりんマルシェ
バンク走行体験やB級グルメを楽しめ
ます。
と　き 10/9㈷9:30〜15:00
持ち物 バンク走行体験は自転車、ヘ

ルメット、運動靴
その他 バンク走行体験参加者に記

念グッズをプレゼント

秋の味覚！親子焼き芋体験
森の中から薪

たきぎ
を集めて焼き芋をしよう！

と　き� 11/25㈯9:30〜14:00
ところ� 野外教育センター
対　象� 5歳児〜中学生と保護者（市内在

住の方優先）
定　員� 30人（抽選）
申込み� 10/3㈫〜10/17㈫に少年自然の家

なかよし広場
ペインティングシアター

「ふくろうのそめものや」の劇を
楽しみます。
と　き� 10/12㈭10:00、11:00

早朝前売� 7:00
開門予定� 10:00
お知らせ�インターネットライブ中継

ええじゃないか豊橋　特別工作
と　き� 10/21㈯、10/22㈰9:00〜16:00
おちばヘアー
落ち葉を使って顔を作ります。
ママできたよ
靴の絵に紐

ひも
を通して楽しみます。

［共通事項］
定　員　各25人（先着順）

9/28㈭
29㈮
30㈯
10/1㈰
2㈪
3㈫
4㈬
5㈭
6㈮
7㈯
8㈰ 　
9㈷

10㈫
11㈬
12㈭
13㈮
14㈯
15㈰
16㈪ 　
17㈫
18㈬
19㈭
20㈮
21㈯
22㈰
23㈪
24㈫
25㈬
26㈭
27㈮
28㈯
29㈰
30㈪
31㈫

10月

クリスマスネイチャークラフト
自然の素材を使った飾りと炊き
込みご飯を作ります。
と　き� 12/9㈯9:30〜14:00
ところ� 少年自然の家
対　象� 5歳児〜中学生と保護者

（市内在住の方優先）
定　員� 8家族（抽選）
料　金� 500円
申込み� 10/14㈯〜10/28㈯に少

年自然の家

富山
（F Ⅰ） 広島

（F Ⅰ）

豊橋本場
F Ⅱ

豊橋本場
F Ⅰ

豊橋本場
F Ⅱ

寛仁親王牌
前橋（G Ⅰ）

千葉記念
（G Ⅲ）

熊本記念
（G Ⅲ）
in 久留米

平塚記念
（G Ⅲ）

松戸記念
（G Ⅲ）

名古屋
（F Ⅰ）

京都向日町
（F Ⅰ）

立川
（F Ⅰ）

千葉
（F Ⅰ）

京王閣
（F Ⅰ）
ナイター

函館
（F Ⅰ）
ナイター

川崎
（F Ⅰ）
ナイター

松山
（F Ⅰ）
ナイター

青森
（F Ⅰ）
ナイター

ファミリーキャンプデー
親子で自由に楽しむキャンプの日
カレーライス作りや、どんぐりクラフト
などを行います。
と　き� 11/23㈷9:00〜16:30
ところ� 少年自然の家
対　象� 5歳児〜中学生と保護者（市

内在住の方優先）
定　員� 10家族（申込順）
料　金� 大人70円、子ども20円（物品

使用の場合は1品30円必要）
申込み� 10/21㈯から少年自然の家
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